
★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876

★例会日時：毎週金曜日13時30分

★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620

★http://www.yaohigashi.org/  E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

片山 勉ガバナー公式訪問

第 2159 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

地区代表幹事（大阪東ＲＣ）塩谷
しおたに

眞
しん

治
じ

様

地区幹事（大阪東ＲＣ）  南
みなみ

克
かつ

宏
ひろ

様

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 「ロータリーの友」紹介

谷村 政哉広報・雑誌委員長

⑦ 卓話 ｢2017-2018 年度ＲＩ会長テーマ

及び第2660地区ガバナー方針」

ＲＩ第 2660 地区 ガバナー 片山 勉氏

⑧ 閉会 点鐘

★例会前（12：30～13：30）

片山ガバナーと理事役員による懇談会

★例会後：第 20回ＩＭＲＤ実行委員会

第 2160 回例会 12 月 15 日（金）

☆卓話「プロ野球の年俸について」

谷村 政哉会員

★例会後：第 21回ＩＭＲＤ実行委員会

２０１７年１２月８日（金）第２１４６号

2017年 12月 1日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2158回 28名 18名 81.8％
出席義務免除

7名（出 1）

第2156回 28名 21名 84.0％
補    填

8名

Rotary International

国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

2017‐18 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

言行はこれに照らしてから

1. 真実かどうか

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：大松 桂右

●幹   事：高岡 正和

●会報委員長：安田 憲司

変革の時代、創造のとき。

新たな一歩で感動を！

ニコニコ箱

●大橋委員長、本日のクラブフォーラムよろしくお

願い致します。        大松 桂右会員

●クラブフォーラム、社会奉仕部門よろしくお願い

致します。          大橋 秀造会員

●ロータリー財団地区奉仕賞をいただいて！

               鈴木 洋会員

●次回例会欠席させていただきます。よろしく。

               森下 慶治会員

●今日から師走です。インフルエンザにご用心で

す。            桑田 タア子会員



●今回合計 6,000円

●累計  345,580円

幹事報告

●大阪堂島ＲＣ例会日変更の連絡

平成 30 年 1 月 1 日より『毎週月曜日』から

『第 1及び第 3月曜日』に変更。

※例会時間、例会場は変更なし。

【回覧】

① 2016-17 年度 地区ローターアクト年次報告

書・地区年次大会報告書（第 2660 地区より）

② 春のＲＹＬＡセミナー報告書（池田くれはＲ

Ｃより）

③ ガバナー月信 12月号

会長の時間

先週の例会後、ＩＭ第 4組会長・幹事会が開催され、

石川委員長、高岡幹事と出席し、石川委員長よりＩ

ＭＲＤの詳細について説明をして頂きました。

説明に対しての質問等はありませんでしたが、資料

等を各クラブに配布をさせて頂きましたので、今後

は当クラブにお問い合わせがあると考えます。来年

の 1 月中に、ＩＭＲＤの説明とお願いに各クラブを

訪問する予定となっておりますので、今年中には、

当クラブの全会員が大筋の流れを把握し、それぞれ

の役割について認識しておく必要があると考えま

す。

つきましては、各担当ごとに詳細な打ち合わせを行

っていきますので、ご協力の程よろしくお願い致し

ます。

また、本日のクラブフォーラムでもお話があろうか

と思いますが、カローリング大会の日程等を決めて

いく段階となってきました。ＩＭＲＤとの同時進行

での準備、開催となりますので、なにかとご面倒を

おかけしますが、よろしくお願い致します。また、

次回 8 日の例会は、ガバナー公式訪問となっており

ますので、是非とも出席して頂きますようお願い致

します。

12 月誕生月祝

石川会員

R 財団地区奉仕賞

鈴木会員

第三回クラブフォーラム報告

社会奉仕委員長

大橋 秀造

2017 年 12 月 1日金曜日、14：00～14：30、例会

場にて第 3回クラブフォーラム、社会奉仕部門を

開催しました。

浅井、石川、上田、上山、奥田、桑田、品川、鈴

木、大松、高岡、高橋、辻田、辻盛、中澤、堀内、

森下、安田、大橋の多数のご出席をいただきまし

た。

・カローリング大会の開催について、当クラブも

参加

・アールブリュットの本年度開催の協力について

考えてみる。

・障がい者施設に対する援助について

・公共の社会奉仕開催にも参加

など、今後皆様のご意見を参考にして委員会、理

事会で具体的に進めていきたいと思います。

ありがとうございました。



局の空調が切れるため、夏は暑く、冬は寒いと考

察される。

とりあえず様子を見る。寒い場合は、暖房器具を

購入。

バンケットルームが今後使用できない場合は、将

来的に事務所移転も考える。

リノアスの退店規約の確認もしておく。

⑤12/18（月）事務局休暇の件

理事会承認ＯＫ。

⑥事務局年末年始休暇の件

12/27（水）～1/8（月）にて理事会承認ＯＫ。

【報告事項】

a.カローリング大会の日程について

開催予定日：2018 年 5月 19 日（土）

開催場所：八尾市立総合体育館 ウイング

＊担当者を決め、準備を進めていく。

以上

12 月度定例理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 12月 1日(金)

例会後 14：45～15：45

●場 所：かがやき ミーティングルーム

●出席者：理事役員 7名

案件：

①会計報告 11月分

順調に推移している。

②年次総会（12/22）における

選挙管理委員（2名）、立会人（2名）の選出

選挙管理委員・・・森下会員（もう 1名は未定）

立会人・・・池本会員・上田会員

③1/11（木）2018 年初例会、新入会員歓迎会に

伴う例会時間及び例会場変更の件

場所：居酒屋『じゃんや』

（ＪＲ八尾駅より徒歩 3分）

例   会  ：12：00～13：00

新入会員歓迎会：13：00～15：00

＊車でお越しの方は、近隣のタイムズなどの駐

車場をご利用ください。

●1月度の理事会は、居酒屋『じゃんや』で

11：00～12：00 で行う。

●例会備品は幹事が持っていく。

（12/22（金）例会後、幹事の車へ積む）

【必要備品】

旗一式（日の丸・テーマ・クラブ）、

鐘、バナー、ソング旗、四つのテスト旗

名札・席札・ＣＤコンポ・マイク

④事務局空調の件

事務局の空調が館内フロアと連動している為、

館内フロアが一定温度になると自動的に事務
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